第一野の花学園

社会福祉法人

野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜

改修・改築工事進捗状況

第一野の花学園で行われている改修・改築工事は、作業指導棟・多目的ホールの解体が終わり、６月からはい
よいよ旧通勤寮の解体が始まります。長い間たくさんの利用者さんと共に過ごしてきた旧通勤寮の解体に、さみ
しい気持ちもありますが新たな施設への期待を込めて別れを告げます。
また、利用者・職員の安全確保のためにあちこちに工事用囲いができていますので、第一学園に来られた際は
ご不便をおかけしますが、
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。
（第一野の花学園 福澤 奈々）
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決算報告
貸借対照表（要旨）
平成 29 年３月 31 日現在

流動資産
現金預金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部

資産の部

合計

3,721,250,920

詳しくは野の花学園ホームページへ！

●苦情受付状況
平成 29 年５月 1 日～
６月 30 日 実績０件

1,566,919,968
981,887,977
585,031,991
2,154,330,952
1,640,737,759
513,593,193

http://nonohana.or.jp

寄付御礼

負債の部

流動負債
固定負債
負債の部

合計

927,253,084
726,397,500
1,653,650,584

次期繰越活動増減差額

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計

311,444,126
533,077,715
122,579,150
1,100,499,345
2,067,600,336
3,721,250,920

または「野の花学園」で検索！

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・国際ソロプチミスト福岡西
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●編集後記 梅雨に入りじめじめした日が続きますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？
私事ですが、6 月に朝倉郡筑前町にある就労継続支援 B 型事業所 “ パンの花 ” へ行ってきました。焼きたてのパ
ンの香りが漂う店内には、多種多様なパンが置いてあり、季節限定の種類もあり大変素敵な空間でした。皆様も近
くに来る機会がありましたら、是非お立ち寄り下さい。2017 年も半年以上が過ぎました。残りの月も野の花だよ
りで、たくさんの情報を発信できたらと思います。次号をお楽しみに！
（キャリアサポート福岡 大本 梓織）
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オープン

３月１日に野の花富楽和がオープンしました。
暖かい春の陽射しに包まれ、山下施設長ほか職
員は気持ちも新たに晴れのスタートを切りまし
た。野の花富楽和では、１階に障がい者グルー
プホーム、２階には救護施設を運営、開設から
早や４カ月が経ちました。ご利用者さまの表情
にも、生活に慣れて来られた安心感が少しずつ
見えるようになり、花の世話や野菜作り等の軽
作業、余暇支援等を行っています。「救護施設
野の花」は、生活保護受給者で、支援を必要と
している方のための「地域におけるセーフティ
ネット」として命と生活そのものを支える施設
で、福岡市唯一の施設です。ご利用者さまが、
地域と関わる機会を持ち、「一人ひとりの豊かな
生活」が実現できるよう、支援してまいります。
（野の花富楽和 酒見 直美）

第 11 回新酒発表会
平成 29 年６月 17 日（土）、多くの期待のなか第 11 回新酒発表
会が行われました。今年度は、学園の改修工事に伴い、地域の方々
の多大なご協力を得てＪＡ今津での開催となりました。『地域の皆
さんに、美味しい焼酎を飲んでもらいたい』利用者を始め、多くの
関係者が精魂込めて１年間育てた黄金千貫から熟成・醸造され、本
日の蔵出しとなりました。今年の新酒『潮花（しおはな）』は、潮
風薫る今津の土地、第一野の花学園のイメージである「花」から命
名しました。潮花の名にふさわしい透き通るブルーの容器と切れ味
さわやかな味と香りはこの夏、皆さんの生活に清涼感をお届けでき
ると確信します。
（第一野の花学園 森田 恵美）

蔵出し初日、大好評！
今年の新酒『潮花』

「おやじの会」開催！
福岡市東区のふよう学園には、利用者のお父さん達でつくる「おやじの会」があります。
学園運営や行事への協力を積極的にしていこうと７年前に結成されました。利用者の
お父さんたちによるこの会は障がいを共有する仲間同士ですが、明るく楽しく毎年開か
れるこの会に職員は大いに勇気づけられ救われる思いです。
今年は６月 10 日に開催され、おやじの会メンバーと職員の計 22 人が参加、おいし
い食事をとりながら学園の未来や我が子のことなど話に花を咲かせました。
（福岡市ふよう学園 御床 治秀）
かんぱ～い！
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■ハッピードリームサーカスだ！

６月２日（金）余暇活動の一環として利用者５名・引率職員２名で、久留米市で行われたハッピードリームサーカ
スの観劇に出掛けました。
普段なかなか見ることのできない
技の数々に、みなさん大興奮！いき
おいでステージに飛び乗りゲスト出
演する一幕もありました。大迫力の
空中ブランコに声を上げて拍手を送
り、楽しい１日となりました。
おいしいお昼ご飯♪
感動の？抱擁！
（第一野の花学園 福澤 奈々） みんなでハイ！チーズ！

■ 放課後等デイサービス第六野の花
平成 28 年４月１日から開始して、
あっという間に１年が経ちました。利用者１名から始まった第六野の花学園も、
現在では 20 名の利用契約となり、毎日定員いっぱいの利用で賑わっています。放デイ第六野の花を利用される子
どもさんは本当に元気で、庭でサッカーをしたり、公園に行って鬼ごっこをしたりと、思い切り体を動かして遊ぶ
ことが大好きです。また、おやつ作り
や工場見学、買い物学習等を行うなど、
楽しく過ごすだけではなく、様々な支
援計画を取り入れています。一番大切
にしていることは「毎日来たい」と思
える場所づくりを目指していることで
シン・ゴジラがやってきた
どろんこ芋ほり
川あそびに歓声♪
す。 （第六野の花学園 髙田 聖奈）

大人気！風船バレー

風船を落とさないように・・・

抜群のチームワーク！

福岡市東区のふよう学園では、今年から余暇で
風船バレーをおこなっています。余暇活動の中で
も風船バレーは利用者さんに大人気です！２チー
ムに分かれ全員一度は風船に触れてから合計 10
回以内で相手チームに返します。全員風船に触れ
るのは難しく、パスがなかなか続きませんが、チー
ムで声を掛け合いながら大歓声です。中には、ア
タックも飛び出します！最後は、床に座って輪に
なり風船をパスしあって終了です。
（福岡市ふよう学園 木戸 美紅）

《障がいのある方の就労支援》に高い実績！
キャリアサポート福岡では、利用者の方が一社会人として体力や持久力、マナー等を身に付けることが出来るよ
う、連日の活動に取り組んでいます。
活動の一環として、５月と６月に４社の企業へ見学に行きました。実際に障がいのある方が働いているところを
見聞きして、“ 働く ” というイメージが広がったようです。今後も企業への見学や実習をより充実したものにして
いき、実際の企業の中に入ることで自己の課題や強みなどを感じられる環境を整え、１人でも多くの方が安定して
働けるようサポートしていきたいと考えています。
見学・体験は随時受け付けていますので、お気軽にご連絡下さい。（電話：092-717-9987）
（キャリアサポート福岡 大本 梓織）

まどか・ゆいぱる

社会見学旅行

6 月 8、9 日の１泊２日で別府方面へ社会見学
旅行に行ってきました。１日目は大分マリーンパ
レス水族館うみたまごへ。イルカショーでは大迫
力のイルカのジャンプに皆さん大はしゃぎでした。
夕食の宴会では、毎年恒例カラオケ大会を開催！
おいしい夕食を食べながら、歌に踊りに大盛り上
がりの楽しい時間でした。２日目は、地獄めぐり
からスタート！昼食には大分名物だご汁や鶏天を
堪能し、あっという間の２日間でしたが晴天に恵
まれ、皆さん笑顔いっぱいで帰ってきました。
（大野城市障がい者支援センター 米 優子）

in 大分

総勢 28 人 in 別府（地獄巡り！！）

別府湾と青空を背に、はいピース！

キャリアワーク立花＆立花高校学習会
６月３日（土）に立花高校の保護者とキャリアワーク立花の保護者が合同で学習会
を行いました。当日の参加者は 50 名。２部構成で行い、第一部は、福岡市保健福祉
局障がい者在宅支援課の大部尚子氏から障害福祉サービスについてお話をいただき、
第二部は２グループに分かれて懇談会を設けました。懇談後、「少し子供の将来に光
が見えた」
「繋がるサービスがある事を知り、少し安心した」などの声が聞かれました。
高校との連携事業が始まり 3 年が過ぎました。本人・保護者の不安が少しでも軽減
でき、みなさんが自分らしく生きられるようにしっかりサポートしていきたいと思い
ます。
（キャリアワーク立花 小方 国恵）

この子らに光を・・・

日産自動車特別展示会を開催！

大迫力のイルカショー
福岡市なのみ学園では５月 27 日（土）に、海ノ中道水族館と志
賀島休暇村へ行きました。初夏の陽気という素晴らしい天候に恵ま
れ、リニューアルした水族館を楽しみました。まるで海の中にいる
ような大水槽に、普段見ることの出来ない不思議な生物に、皆さん
興味深い表情でした。また、イルカとアシカのショーでは早くから
場所取りをし、迫力ある演技を間近で見ました。水しぶきも飛んで
きましたが、皆さん「キャーキャー」の大歓声で、大喜びでした。
昼食は海に囲まれた志賀島休暇村で天ぷら定食♪最後にはお土産を
買い、充実したバスハイクとなりました (*^_^*)
（福岡市なのみ学園 大久保 絵梨）

水中の魚にピース♪

息の合った大ジャンプ♪

ちくぜん野の花には自家用車で来所する利用者さんや今後免許取得を目標としている利用者さんもいます。そ
こで今回日産自動車にお願いし、ちくぜん野の花の敷地内で特別展示会を開催しました。新車の車を見つけては
試乗し、利用者の皆さん大興奮でした。展示後はドーナツの提供にダブルラッキー！日頃見られない笑顔が見ら
れました。
（ちくぜん野の花 矢田 真麻）

豪華な天ぷら定食♪

医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア

富士産業株式会社
九州事業部
九州支店：北九州市八幡東区山王2-19-1 TEL.093-671-3131

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1
TEL（092）474-7105㈹ FAX（092）471-7515

病院給食をよりおいしく、より効率的に。
株式会社 ホームラン・システムズ
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